
 

JXTGホールディングス株式会社 広報部 広報グループ  〒100-8161 東京都千代田区大手町一丁目 1番 2号  TEL: 03-6257-7150 

２０２０年２月２７日 

各 位  

ＪＸＴＧホールディングス株式会社 

 

役員等の人事異動について 

 

 当社（社長：杉森 務）の人事異動につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．監査等委員でない取締役の異動 

（１）委嘱する職の変更 

日付 氏名 現 新 

4月 1日 安達 博治 

取締役 常務執行役員 

経営企画部・未来事業推進部・ 

ＥＳＧ推進部・ＩＴ戦略部・ 

環境安全部・品質保証部 管掌 

取締役 常務執行役員 ＣＤＯ※ 

経営企画部※・未来事業推進部・ 

ＥＳＧ推進部・ＩＴ戦略部・ 

環境安全部・品質保証部 管掌 

 

 

２．取締役を兼務しない執行役員の異動 

（１）新任 

日付 氏名 現 新 

4月 1日 染谷 喜幸 購買部長（合同部） 
執行役員 

調達戦略部長（合同部）※ 

4月 1日 下屋敷 武 ＩＴ戦略部長（合同部） 
執行役員 

ＩＴ戦略部長（合同部） 

4月 1日 寺本 光司 環境安全部長（合同部） 
執行役員 

環境安全部長（合同部） 

4月 1日 松本 啓介 広報部長（合同部） 
執行役員 

広報部長（合同部） 

4月 1日 須永 耕太郎 監査部長（合同部） 
執行役員 

経営企画部長（合同部） 
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（２）退任 

日付 氏名 現 新 

3月 31日 丹羽 逸夫 
執行役員 

総務部長（合同部） 

― 

ＪＸ不動産（株） 

副社長取締役 

3月 31日 孫 正利 
執行役員 

経営企画部長 

― 

ＪＸＴＧエネルギー（株） 

常務執行役員  水島製油所長 

 

 

３．部長級人事異動 

日付 氏名 現 新 

4月 1日 志賀 智 

― 

ＪＸＴＧエネルギー（株） 

技術計画部長 

監査部長（合同部） 

4月 1日 佐藤 由理 

― 

ＪＸＴＧエネルギー（株） 

仙台製油所事務副所長 

総務部長（合同部） 

4月 1日 君島 崇史 

― 

ＪＸＴＧエネルギー（株） 

北海道支店長 

人事部長（合同部） 

4月 1日 山中 啓司 

― 

鹿島石油（株） 

鹿島製油所製油副所長 

品質保証部長（合同部） 

 

 

４．主要グループ会社の社長人事異動 

（１）ＪＸビジネスサービス（株） 

日付 氏名 現 新 

3月 31日 山本 一郎 代表取締役社長 ― 

4月 1日 陶久 昌明 

取締役（非常勤） 

ＪＸＴＧエネルギー（株） 

執行役員 

人事部長（合同部） 

代表取締役社長 
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（２）ＪＸインシュアランス（株） 

日付 氏名 現 新 

3月 31日 山口 益弘 代表取締役社長 ― 

4月 1日 岩上 浩幸 

― 

ＪＸＴＧエネルギー（株） 

常務執行役員 

欧州・中東・アフリカ総代表 

代表取締役社長 

 

※2020年 2月 27日付「組織の改正について」参照 

新設：ＣＤＯ（Chief Digital Officer・・・当社グループにおけるデジタル推進責任者） 

 合同部化：経営企画部（ＪＸＴＧエネルギー総合企画部と合同部化） 

名称変更：購買部→調達戦略部 

 

〈参考〉ＪＸＴＧホールディングス株式会社の役員体制（２０２０年４月１日付） 

〈別紙〉その他の人事異動 

 

以 上 
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＜参考＞ 

 ＪＸＴＧホールディングス株式会社の役員体制（２０２０年４月１日付） 

        

１．監査等委員でない取締役 

 

代表取締役社長 社長執行役員                      杉森  務 

 

代表取締役 副社長執行役員 社長補佐                  武藤  潤 

 

取締役 副社長執行役員 社長補佐  監査部管掌              川田 順一 

 

取締役 常務執行役員 ＣＤＯ 経営企画部・未来事業推進部・ＥＳＧ推進部 

ＩＴ戦略部・環境安全部・品質保証部管掌   安達 博治 

 

取締役 常務執行役員 秘書部・調達戦略部・総務部・法務部・広報部・ 

危機管理部・人事部管掌              田口  聡 

 

  取締役 常務執行役員 内部統制部・経理部・財務ＩＲ部管掌        太内 義明 

 

取締役（非常勤） ＪＸＴＧエネルギー（株） 

代表取締役社長 社長執行役員             大田 勝幸 

 

取締役（非常勤） ＪＸ石油開発（株） 

代表取締役社長 社長執行役員             細井 裕嗣 

 

取締役（非常勤） ＪＸ金属（株） 

代表取締役社長 社長執行役員             村山 誠一 

 

社外取締役                               大田 弘子 

 

社外取締役                               大塚 陸毅 

 

社外取締役                               宮田 賀生 
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２．監査等委員である取締役 

 

取締役（常勤監査等委員）                        中島 祐二 

 

取締役（常勤監査等委員）                        加藤  仁 

 

社外取締役（監査等委員）                        髙橋 伸子 

 

社外取締役（監査等委員）                        西岡 清一郎 

 

社外取締役（監査等委員）                        三屋 裕子 

 

３．取締役を兼務しない執行役員 

 

執行役員 未来事業推進部長                       矢崎 靖典 

 

執行役員 経理部長                           四谷 九吾 

 

執行役員 調達戦略部長（合同部）                    染谷 喜幸 

 

執行役員 ＩＴ戦略部長（合同部）                    下屋敷 武 

 

執行役員 環境安全部長（合同部）                    寺本 光司 

 

執行役員 広報部長（合同部）                      松本 啓介 

 

執行役員 経営企画部長（合同部）                    須永 耕太郎 

         

                            以 上 



【別紙】その他の人事異動

日付 氏名 現 新

2020/4/1 堀下　浩一 監査部　内部監査３グループマネージャー ＪＸ　ＡＮＣＩ(株)出向

2020/4/1 増田　敬 監査部　内部監査３グループ 監査部内部監査２グループマネージャー

2020/4/1 木南　裕二
内部統制部副部長　兼
内部統制２グループマネージャー

内部統制部副部長

2020/4/1 佐々木　達也 内部統制部　内部統制１グループマネージャー 内部統制部副部長

2020/4/1 大井　安雄 内部統制部　内部統制４グループマネージャー
内部統制部副部長　兼
内部統制４グループマネージャー

2020/4/1 仲鉢　也寸志
経営企画部副部長
兼　ＪＸＴＧエネルギー(株)総合企画部副部長
兼　ＪＸ石油開発(株)企画部副部長

経理部副部長

2020/4/1 森下　純次 経営企画部副部長
JX Nippon Oil ＆ Energy (Americas) Inc.
出向

2020/4/1 橘　淳也
経営企画部副部長
兼　ＪＸ金属(株)経営企画部主席参事

ＪＸ金属プレシジョンテクノロジー(株)出向

2020/4/1 岡田　隆史 経営企画部　企画１グループマネージャー 経営企画部　第３グループマネージャー

2020/4/1 石田　雄三 経営企画部　企画２グループマネージャー 経営企画部　第４グループマネージャー

2020/4/1 岩崎　博償 ＩＴ戦略部副部長 ＪＸアイティソリューション（株）出向

2020/4/1 一ノ瀬　景司
ＩＴ戦略部副部長　兼
ＩＴ企画総括グループマネージャー

ＩＴ戦略部副部長

2020/4/1 高田　勝
ＩＴ戦略部
ＩＴシステム２グループマネージャー

ＩＴ戦略部
ＩＴ企画総括グループマネージャー

2020/4/1 佐々木　諭 購買部　資材調達１グループ
調達戦略部
資材調達１グループマネージャー

2020/4/1 中村　治 購買部　コーポレート調達グループ
調達戦略部
調達改革推進グループマネージャー

2020/4/1 遠藤　隆洋 購買部　設備調達グループマネージャー 調達戦略部副部長

2020/4/1 山家　達 購買部　工事調達グループ
調達戦略部
工事調達企画グループマネージャー

2020/4/1 池田　修司 環境安全部　副部長
ＪＸＴＧエネルギー(株)
（製造部副部長）

2020/4/1 西川　敏裕 環境安全部　産業衛生グループ 環境安全部　産業衛生グループマネージャー

2020/4/1 國清　浩志 品質保証部　品質保証１グループマネージャー 品質保証部副部長

2020/4/1 名和　克洋 総務部　総務グループマネージャー
ＪＸＴＧエネルギー(株)
（物流管理部副部長）

2020/4/1 甲斐　航介 広報部副部長
ＪＸＴＧエネルギー(株)
（再生可能エネルギー事業部副部長）

2020/4/1 野島　正弘 広報部　企業スポーツグループマネージャー
ＪＸＴＧエネルギー(株)
（リソーシズ＆パワーカンパニー
  電気ガス販売部副部長）



日付 氏名 現 新

2020/4/1 國分　慎一 危機管理部副部長 広報部副部長

2020/4/1 鈴木　秀法 人事部副部長
ＪＸオーシャン(株)　出向

2020/4/1 相沢　拓哉 人事部　人事グループマネージャー
ＪＸＴＧエネルギー(株)
（新規事業デザイン部副部長）

2020/4/1 魚住　顕太郎 人事部　人事グループ 人事部　人事グループマネージャー

2020/4/1 土持　かおり 人事部　人事グループ 人事部　健康推進グループマネージャー

2020/4/1 森田　麗 人事部　人材開発グループマネージャー 人事部　勤労グループマネージャー

2020/4/1 増田　直仁 人事部　勤労グループマネージャー
ＪＸＴＧエネルギー(株)
（川崎製油所事務副所長）

2020/4/1 吉田　昌弘 人事部　健康推進グループマネージャー 人事部　人材開発グループマネージャー

2020/4/1 原科　和雄 経理部副部長 捷客斯（広州）潤滑油有限公司　出向

2020/4/1 森田　正英 財務ＩＲ部　財務グループマネージャー
財務ＩＲ部副部長　兼
財務グループマネージャー

2020/4/1 長沼　亨
ＪＸＴＧエネルギー(株)
（総合企画部　第１グループマネージャー）

経営企画部副部長　兼
経営企画部Ｍ＆Ａサポートグループマネージャー

2020/4/1 川村　健介
ＪＸＴＧエネルギー(株)
（総合企画部　第３グループマネージャー）

経営企画部　第１グループマネージャー

2020/4/1 長島　拓司
ＪＸＴＧエネルギー(株)
（製造部　操業管理グループ マネージャー）

経営企画部副部長　兼
第６グループマネージャー

2020/4/1 井野　彰
ＪＸＴＧエネルギー(株)
（仙台製油所製油副所長）

環境安全部副部長

2020/4/1 橋本　恭弘
ＪＸＴＧエネルギー(株)
（堺製油所事務副所長）

人事部副部長

2020/4/1 山中　康高
ＪＸＴＧエネルギー(株)
（和歌山製油所事務副所長）

調達戦略部副部長

2020/4/1 宮本　裕二郎
ＪＸＴＧエネルギー(株)
（和歌山製油所　総務グループ）

内部統制部　内部統制２グループマネージャー

2020/4/1 村上　憲三
ＪＸＴＧエネルギー(株)
（大分製油所　工務グループ）

調達戦略部　設備調達グループマネージャー

2020/4/1 鈴木　一郎
ＪＸＴＧエネルギー(株)
（知多製造所品質管理グループマネージャー）

品質保証部　品質保証１グループマネージャー

2020/4/1 佐野　裕司 鹿島石油(株)　出向 環境安全部　安全管理グループマネージャー

2020/4/1 山川　賢介
ＪＸＴＧエネルギー(株)
（物流管理部　物流企画グループマネージャー）

危機管理部副部長

2020/4/1 石崎　栄司
ＪＸＴＧエネルギー(株)
（関東第３支店　販売３グループマネージャー）

広報部　企業スポーツグループマネージャー

2020/4/1 山口　正樹
ＪＸＴＧエネルギー(株)
（水素事業推進部
　水素事業総括グループマネージャー）

総務部　総務グループマネージャー

2020/4/1 田沼　和則 ＪＸ石油開発(株)　出向 内部統制部　内部統制１グループマネージャー

2020/4/1 石川　博之 JX Nippon Oil & Energy USA Inc.　出向 監査部　内部監査３グループマネージャー


